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Pick up
▶衆議院議員総選挙・神栖市長選挙
▶新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ

神栖市教育センター オープン

9月30日、教育センターの竣工式が行なわれました。
式典後の施設内覧会では、リモート授業のデモンスト
レーションが披露され、参加者の皆さんは興味深く
見学をしていました。

問神栖市選挙管理委員会☎0299-90-1125

第49回衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

投票時間

午前7時〜午後6時

投票日は10月31日
（日）
投票できる方

開票

神栖市に住所を有する2003年11月1日以前に生まれた方
（2021年7月30日までに転入の届出を済ませた方）

即日開票し、結果を公表し
ます。
◦開票状況の参観
入場＝午後7時30分から
開票開始＝午後8時
場所＝神栖市民体育館

期日前投票
期日前投票所
神栖市役所
波崎総合支所・防災センター
若松公民館

期間

時間

10月20日（水）〜30日（土）

午前8時30分〜
午後8時

10月23日（土）・24日（日） 午前10時〜午後6時

神栖市長選挙

投票時間

午前7時〜午後6時

投票日は11月7日
（日）
投票できる方

神栖市に住所を有する2003年11月8日以前に生まれた方
（2021年7月30日までに転入の届出を済ませた方）

期日前投票
期日前投票所
神栖市役所
波崎総合支所・防災センター

期間

時間

11月1日（月）〜6日（土）

午前8時30分〜
午後8時

共通事項

投票所入場整理券
入場整理券は、選挙ごとに2回に分けて、世帯
ごとに郵送します。
投票日当日は、入場整理券に記載されている投
票所でのみ投票ができます。
入場整理券が届いていない方や紛失した方は、
本人確認ができるもの（運転免許証など）を持参
し、投票所の受付係に申し出てください。

※開票については11月1日号
でお知らせします

期日前投票
投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事があ
る場合にご利用ください。
入場整理券裏面の宣誓書にあらかじめ必要事項
を記入しておくとスムーズに受け付けができます。
期日前投票は、期間中は上記のどの投票所でも
投票できます。
※2つの選挙の期日前投票を同時に行なうことは
できません

選挙公報
選挙公報は新聞折込みでお届けするほか、コンビニなどにも配置します。
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

かみす学生応援便を贈ります！
申
問・問政策企画課☎0299-90-1120

感染症の影響により、外出や神栖市への帰省を
自粛している学生に、市特産物の詰め合わせを贈
り、学生生活を応援します。

申込期限＝12月28日
（火）
申込方法＝市ホームページから申し込み
支援品＝市特産物の詰め合わせ

対象＝神栖市出身で、次のすべてを満たす方
●市外に居住している
●国内の大学院、大学、短期大学、専門学校など
に在籍している
●2003年4月1日以前に生まれた
●保護者が市内に居住している

申し込みは
コチラ
※写 真はイメージです。
内容が変わる場合が
あります

中小企業事業資金利子補給費補助金
問企業港湾商工課☎0299-90-1182
感染症の影響で事業の継続に支障をきたしてい
る中小企業のために、次の融資に関する利子補給
率を3年間、50％から100％に引き上げます。
対象＝2021年4月〜2022年3月に新規で自治・
振興金融の融資を受ける方
補助内容＝利子補給率100％（当初3年間）

■自治金融
（無担保）
設備投資 1,000万円
運転資金 1,000万円
融資期限 7年以内
■振興金融
（担保有）
設備投資 2,000万円
（据置1年）
運転資金 1,000万円
融資期限 7年以内

茨城県へ緊急要望
感染症対策の強化を県に求めるため、鹿行5市
（神栖、
鉾田、鹿嶋、潮来、行方）の市長が8月26日に県庁を訪問し、
小野寺副知事へ要望書を手渡しました。
要望内容
●鹿行地域内におけるコロナ病床の確保と拡大
●宿泊療養施設開設と酸素ステーション設置
左から石田神栖市長、鈴木行方市長、小野寺副知事、
●情報共有と協議の場の設置
岸田鉾田市長、錦織鹿嶋市長、原潮来市長
●新型コロナウイルス感染症対策に必要な財政措置
●感染者が安心して療養生活を送ることができる生活支援体制の構築
●ワクチンの安定供給とスケジュールの情報提供についての国への働きかけ
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決算

しの質を高めるまちづくりを推進しました 2020年度
教育、土木、衛生など、基本的な施策を行なっている一般会計は、
繰り越しとなりました。

594億円

歳入

市税は、法人市民税の税制改正に伴う税率引下げや、固定資産税の在来資産の
減価などにより減収となりました。また、公共施設整備基金や学校教育施設建設
基金などからの繰入金や地方譲与税などが減額となったものの、新型コロナウイ
ルス感染症対策に係る特別定額給付金事業や子育て世帯臨時特別給付金事業など
の実施に伴う国庫支出金や市債などが増加となったため、歳入全体では前年度比
約114億5千万円、23.9％の増となりました。
諸収入
4億8,986万円
0.8%
地方譲与税
7億9,775万円
1.3%
地方消費税交付金
21億4,786万円
3.6%
繰入金
23億9,353万円
4.0%

使用料及び手数料
2億5,049万円 0.4%
その他
10億6,365万円
1.9%

市税
217億5,951万円
36.7%

歳入総額

593億6,211万円

市債
24億8,507万円
4.2%
県支出金
28億4,232万円
4.8%
繰越金
35億7,370万円
6.0%

人口95,488人（市税／人口）

国庫支出金
163億3,190万円
27.5%
※歳入のうち個人や企業が市に納めた税金
を1人当たりに換算したものです

区

分

一般会計

歳

入

歳

出

差引額

特別会計

558億8,155万円

34億8,056万円

国民健康保険

90億4,909万円

87億4,360万円

3億   549万円

介護保険

55億4,568万円

54億6,883万円

7,685万円

8億8,436万円

8億8,140万円

296万円

154億7,913万円

150億9,383万円

3億8,530万円

後期高齢者医療
小

計

※水道事業

36億9,039万円

40億4,102万円 △ 3億5,063万円

下水道事業

37億4,415万円

35億6,708万円

74億3,454万円

76億   810万円 △ 1億7,356万円

小
総

計
額

822億7,578万円

785億8,348万円

1億7,707万円
36億9,230万円

※企業会計の水道事業は、皆さんに水道水を供給した料金収入によって経営され
ています。支出額に対する収入額の差引額（△）については、今までの貯蓄で賄
いました

90

︲1129

企業会計

593億6,211万円

問財政課☎0299︲

歳入歳出決算総括表

決算は、皆さんが2020年度に納めた税金
などがどのように使われたのかを示すものです。
一般会計と特別会計、そして企業会計を含め
た歳出総額は、約786億円でした。

23万円となる

市民1人当たり約
2021.3.31現在

地方交付税
52億2,647万円
8.8%
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神栖市決算

新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、くら
一般会計

市債現在高
区

分

一般会計

市債残高
146億   770万円

水道事業会計

42億3,485万円

下水道事業会計

83億5,508万円

合計

271億9,763万円

歳出

市税をはじめ、国・県からの補助金、交付金などを財源として、福祉、
歳入594億円に対し、歳出559億円、差し引き35億円が2021年度に

559億円

教育費は、神栖第二中学校校舎増築工事の完了による減などにより、前
年度比約8億3千万円の減額となりました。一方で特別定額給付金事業の
増などにより、総務費は前年度比約86億8千万円の増額となり、歳出全体
では前年度比約115億5千万円、26.0％の増となりました。

2020年度末の現在高は、一般会計・

水道事業会計・下水道事業会計の総額

で約272億円となり、2019年度末に
比べ約12億1千万円、4.6％の増とな

りました。

市道、排水路などのインフラ整備や

コミュニティセンター、文化センター
など公共施設の改修、小・中学校の校

内通信ネットワークの構築などの事業

に加え、新型コロナウイルス感染症の

影響による減収分を補う財源とするた

め、市債を発行しました。

分

農林水産業費
11億2,002万円
2.0%
公債費
15億6,770万円
2.8%
消防費
26億8,334万円
4.8%

歳出総額

558億8,155万円

土木費
46億7,581万円
8.4%

基金現在高
区

商工費
10億5,106万円
1.9%
議会費
2億4,738万円
民生費
0.4%
158億964万円
28.3%

基金残高

財政調整基金

58億8,265万円

その他目的基金

29億5,330万円

合計

88億3,595万円

教育費
63億5,091万円
11.4%
衛生費
70億6,703万円
12.6%

「財政調整基金」
の残高は前年度と比

べて約4千万円増加しており、一般的
に目安とされている標準財政規模に対
する基金残高の割合を十分に確保して

市民1人当たり約
2021.3.31現在

59万円となる

総務費
153億866万円
27.4%

人口95,488人（歳出総額／人口）

います。

て繰り入れた一方、翌年度事業計画の

▼

▼


見込みから積立額を抑制しました。

総務費 特別定額給付金事業の増などにより、前年度比約86億8千万円の
増となっています。
衛生費 鹿島地方事務組合分担金（環境事業分）の増などにより、前年度比
約27億4千万円の増となっています。
商工費 地域振興券発行事業補助金の増などにより、前年度比約4億2
▼


「その他目的基金」
は、道路や排水路

などのインフラ整備に必要な財源とし

▼


▼


千万円の増となっています。
教育費 神栖第二中学校校舎増築工事の完了による減などにより、前年度
比約8億3千万円の減となっています。
公債費 元利償還額の減により、前年度比約1億8千万円の減となってい
ます。
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主な事業
◆8つの政策
1. 市民と協働のまちづくり
コミュニティセンター管理運営事業…… 1億9,361万円
地域交流・保健福祉機能確保事業…………… 3,036万円
地域交流・保健福祉機能拠点施設完成予想図（土合地区）

2. 安全性の高いまちづくり
かみす防災アリーナ運営事業…………… 8億6,037万円
災害等対策事業…………………………… 1億4,772万円

3. 人を育み若者をそだてるまちづくり
コンピュータ活用推進事業……………… 4億1,825万円
学力向上推進事業………………………… 1億1,820万円
教育研修施設整備事業………………………… 7,647万円

防災訓練

4. 健康で人にやさしいまちづくり
民間保育園等振興事業…………………… 31億5,433万円
医療特別対策事業………………………… 6億7,093万円

5. 自然環境と調和したまちづくり
都市公園等維持管理事業………………… 5億6,090万円
海岸防災林等保全事業………………………… 4,243万円

タブレットでの学習風景

都市公園の整備

6. くらしの質を高めるまちづくり
市道整備事業（補修含む）
………………… 12億7,889万円
雨水排水対策事業………………………… 6億8,113万円
民間住宅助成事業……………………………… 9,660万円

7. 産業活力にあふれたまちづくり
農業振興事業…………………………………2億 952万円
スポーツツーリズム推進事業………………… 5,218万円
まちのにぎわいづくり事業…………………… 4,507万円
広報戦略事業…………………………………… 2,298万円

医療特別対策事業（若手医師きらっせプロジェクト）

8. 健全な行財政のまちづくり
旧波崎総合支所解体事業………………… 1億7,574万円
ふるさと納税推進事業………………………… 7,116万円

新型コロナウイルス感染症対策

雨水排水対策工事

息栖神社周辺の整備

111億8,624万円
（うち市独自分 10億2,968万円）

◆事業者支援………………………………………………4億5,470万円
地域振興券発行事業補助金・スポーツ観光支援など
◆市民生活支援……………………………………… 103億2,029万円
特別定額給付金事業・小中学校の給食費無償化など
◆その他……………………………………………………4億1,125万円
教育環境の整備・マスクや消毒液類の購入など

酸性電解水の配布

※新型コロナウイルス感染症対策は、上記「主な事業」
の決算額と重複するものを含みます
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神栖市決算
問監査委員事務局☎0299-90-1128

2020年度神栖市一般会計・各特別会計決算審査等
の結果について
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に
基づく2020年度神栖市各会計歳入歳出決算及び各基金の運用
状況に関する審査の結果を次のとおり公表します。
誠

石井

由春

1 審査の対象
（1）
2020年度神栖市一般会計歳入歳出決算及び同国民健康保
険特別会計歳入歳出決算等（三特別会計）

せん。また
「財政再生基準」
以上の指標が1つでもあると、
国の監督の下で財政健全化を進める必要があります。

比率においては、前年度から6.2ポイント改善し20.4％

となりました。神栖市は
「早期健全化基準」を大幅に下
回っており、財政運営は健全です。

3 審査の方法 審査に当たっては、各会計歳入歳出決算書、同
事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が
適法に調製され、かつ計数に誤りがないか、予算の執行は、効
率的かつ適正に執行されているかの諸点について、関係諸帳簿
及び証拠書類と照合し、必要に応じて関係職員に説明を求め審
査を実施した。
また、各基金の運用状況については、関係諸帳簿及び証拠書
類により計数の確認をするとともに、正確かつ効率的に運用さ
れているか審査を実施した。
審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項

別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係
法令に準拠して作成されており、いずれも決算計数は、関係諸帳
簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。
また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係
諸帳簿等及び証拠書類と符合しており、誤りのないものと認め
られた。

数値
早期健全化 財政再生
（前年度）
基準
基準

名

実質赤字比率

－
（－）

11.86％

20.0％

連結実質赤字比率

－
（－）

16.86％

30.0％

実質公債費比率

5.5％
（5.5％）

25.0％

35.0％

将来負担比率

20.4％
（26.6％）

350.0％

用語解説
実質赤字比率 主に一般会計でどれくらいの赤字があるの
かを表したもの
連結実質赤字比率 市全体でどれくらいの赤字があるのか
を表したもの
実質公債費比率 借金の返済にどれくらいの負担が見込ま
れるのかを表したもの
将来負担比率 将来どれくらいの負担が見込まれているの
かを表したもの
▼

2021年7月16日から2021年8月19日まで

率

▼

状況等（四基金）

比

▼

2020年度神栖市高額療養費及び出産育児一時金貸付基金運用

4 審査の結果

でもあると、自主的な財政再建を進めなければなりま

2020年度決算に基づく健全化判断比率

（2）
基金の運用状況

2 審査の期間

いほど良好であり、
「早期健全化基準」
以上の指標が1つ

▼

池田

財政状況が良好かどうかを示す指標です。数値が低

実質公債費比率は、前年度と同様の5.5％、将来負担

2021年8月20日
神栖市監査委員

健全化判断比率

資金不足比率
公営企業会計の水道事業会計・下水道事業会計につ

地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく2020年度神栖
市公営企業会計（神栖市水道事業会計及び下水道事業会計）
決算
審査の結果を次のとおり公表します。
2021年7月27日
神栖市監査委員
1 審査の対象

池田

誠

石井

由春

2020年度神栖市水道事業会計決算
2020年度神栖市下水道事業会計決算

2 審査の期間

2021年5月31日から2021年7月26日まで

3 審査の方法 審査に当たっては、各決算報告書、財務諸表及
び付属書類が適法に調製され、かつ、企業の財政状態と経営成

いて、資金不足額はありませんので、算定されません
でした。
用語解説
資金不足比率 各公営企業会計において、事業規模に対し
て資金の不足額がどれくらいあるのかを表したもの
▼

2020年度神栖市公営企業会計決算審査の結果に
ついて

健全化判断比率等審査の結果について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及
び同法第22条第1項の規定に基づく審査の結果を次のとおり
公表します。
2021年8月20日
神栖市監査委員

績を適正に表示しているか、また、予算執行及び事業の経営管

7

池田

誠

石井

由春

理は企業の経済性を発揮し、住民の福祉を増進するよう運営さ

1 審査の概要 この審査は、市長から提出された健全化判断

れているかに主眼を置き、提出書類の内容について説明を求め

比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記

るとともに、関連施設の管理運営状況の確認を行なうなどして

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実

審査を実施した。

施した。

4 審査の結果 各決算報告書及び財務諸表等は、関係法令の規

2 審査の期間

定に準拠して作成されているとともに、その内容等について審

3 審査の結果 審査に付された健全化判断比率及び資金不足

査した結果、計数的に正確であり適正なものであると認めら

比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

れた。

ずれも適正に作成されているものと認められた。
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2021年7月29日から2021年8月19日まで

シ
リ

医療
健康
長寿
4

ズ

医療機関や消防本部と連携し、救急搬送時間の短縮などに向けた体
制整備を推進しています。
（2017年度〜）

神栖市 の施策

地医

市で取り組んでいる施策を分野別に紹介します。

新型コロナウイルス感染

症対策を継続して進めると

ともに、市民が健康で長生

きのできるまちづくりを進

めています。

救急医療体制の整備

ー

vol.

問

●救急隊と循環器医師を直結するホットラインの設置
●循環器救急受入分担表の作成
●救急医療体制支援補助金の創設

地医

健増

長寿

【神栖済生会新病院整備基本計画】
●診療機能の拡充
◦救急医療（二次救急・小児救急拠点）
・災害拠点機能
◦専門医療機能（消化器疾患、整形外科疾患のセンター化構想）
●病床の増床
◦現状から54床を増床し、233床程度に拡充
●病院機能の追加
◦救急ユニット機能、医療技術ユニット機能、感染症ユニット機能
※その他、継続的に整備内容を検討

☎0299︲77︲8207
☎0299︲90︲1331
☎0299︲91︲1700
☎0299︲90︲1178
☎0299︲90︲1138

病院・県・市の合意に基づく再編統合により整備される新病院の基
本設計などの経費の一部を補助します。
（2021年度〜）

地域医療推進課
健康増進課
長寿介護課
市民協働課
社会福祉課

地医

市協

社福

病院再編統合建設事業費の補助

広報 かみす
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シ

リ

ー

ズ

神栖市の施策

若手医師きらっせプロジェクト

地医

若手医師が魅力を感じる市独自の医師教育・研修プログラムを医療機関と協力して検討するととも
に、全国に情報を発信し、市内医療機関への就業促進を目指します。
（2019年度〜）
●若手医師受入支援事業補助金
指導医や若手医師が診療や教育研修に専念できるよう、指導体制の
確保に向けた環境整備を支援しています。
●情報発信
市独自の教育研修プログラムなどの情報を専用ホームページやメールマガジン、
医学雑誌などへ掲載し、積極的な情報発信を行ないます。
●県医師会、鹿島医師会、地元企業との連携による産業医学基礎研修会の開催

地域医療体制検討委員会の設置
●急性期から在宅医療まで、9つの分野で対策と方向性を提言
●提言を具体的な実行策とするためのワーキングチーム会議などの開催
●
「かみすの医療」の発行、市民の声の募集、市民と専門家の懇談会の開催・
動画配信など（2019年度〜）

医療特別対策事業

地医

YouTube 神栖市
チャンネルが
開きます

地医

市内医療機関の人材確保や診療機能の活性化を図り、市民が安心して医療を受けることのできる地
域医療体制を整備しています。
●体制整備…病院経営基盤強化支援補助金、診療所開業資金の貸付
●人材確保…医師確保事業補助金、地域赴任医師支援金、若手医師受入支援事業補助金、寄附講座開
設費寄附金などの交付
●救急医療…医療従事者支援事業補助金、救急医療体制支援補助金、高度医療機器導入事業費補助金
などの交付

医師確保・診療所の新設

地医

●医師確保
市内3カ所の研修医療機関（神栖済生会病院、白十字総合病院、鹿嶋ハートクリニック）の常勤医師
は、2017年度の42人から17人増え、59人となっています。
●診療所の新設
2018年度以降、市内に6カ所の診療所が新設されました。また、眼科・小児科などで来年度以降
の開業を目指し、数件の相談が寄せられています。

9
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シ

リ

ー

ズ

神栖市の施策

検診受診者の自己負担無料化

健増

市民の検診受診率の向上のため、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイル
ス検査、胃がんリスク検査の各種検診で、自己負担を無料としました。また、がん検診にインターネッ
ト予約サービスを導入し、がんの早期発見につなげます。
（2019年度〜）

不妊治療助成事業

健増

不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、適切な治療を受けられるよう、検査費・治療費の一部
（保
険適用外のもの）を助成しています。
●特定不妊治療費の一部助成（上限15万円）
●不妊検査費および一般不妊治療費の一部助成
（1年度中1回、上限5万円）
（2021年度〜）
●不育症治療費の一部助成（1年度中1回、上限10万円）
（2018年度〜）

健康長寿のまちづくり

健増

長寿

市民の健康維持などのため、各種費用の助成などを実施しています。
●インフルエンザ予防接種の追加助成（2019年度〜）
1歳〜小学6年生の助成を2回までに拡充（1回当たり上限2,000円）
●成人風しんの予防接種費用助成（2020年度〜）
18歳以上の妊娠を希望する女性の接種費用を助成
（上限3,000円、1回のみ）
●海浜温水プール利用料金助成（2019年度〜）
65歳以上の利用料金の半額を助成

地域の居場所づくり推進事業補助金

長寿

高齢者の居場所づくりを推進するため、支え合いの拠点となる居場所を創設・運営する運営団体に
補助金を交付し、支援します。
（2020年度〜）

矢田部ふれあい館
グラウンド・ゴルフ場の整備

市協

矢田部ふれあい館の敷地内に、身近な生涯スポーツ振興のため、グ
ラウンド・ゴルフ場を整備し7月から利用されています。

広報 かみす
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地域交流・保健福祉機能拠点施設整備事業

社福

地域の交流を育み、保健福祉の充実を図るとともに、災害時の避難所として利用可能な拠点とする
ため、土合地域に施設整備を行ないます。
（2023年度開館予定）
施設概要
●地域交流エリア
◦大会議室・和室・工作室
◦多目的スタジオ・ふれあいホール
●保健福祉エリア
◦保健センター
◦子育て世代包括支援センター
◦障害福祉などの相談室
建設場所：旧鹿島労災病院第2駐車場跡地

新型コロナウイルス感染症対策
●感染症予防対策

（2020〜2021年度実施事業）

●市民生活支援

◦新型コロナワクチン接種

◦特別定額給付金

満12歳以上の予約受付を開始し、集団接

◦小・中学校の給食費無償化

種会場の受付人数を増やすなど、ワクチン

◦子育て世帯臨時特別給付金

接種を希望する人が早期に接種完了できる

◦長寿いきいき応援券

よう対応しています。

◦学生応援便

◦PCR検査費用の助成

◦ひとり親世帯臨時特別給付金
◦新生児子育て応援給付金

●事業者支援

◦低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金

◦地域振興券発行事業補助金
◦ス ポーツ観光支援（スポーツ合宿などを行
なう団体の宿泊料やバス代の補助）
◦県融資利用者信用保証料補助金

◦低所得ひとり親世帯以外生活支援特別給付
金
◦生活困窮者自立支援金支給
◦生活困窮者への食料支援

など

◦感染症対策地域医療体制整備費補助金
◦中小企業応援助成金

●その他

◦飲食店等持ち帰り販売事業助成金
◦中小企業事業資金利子補給費補助金

◦教育環境の整備
（小・中学校電源キャビネッ
ト設置）

◦ワクチン接種協力補助金

◦指定管理者への休業補償

◦病院経営基盤強化支援補助金

◦感染症対策消耗品・備品などの購入

◦スポーツ観光施設維持管理支援金

◦網戸設置工事

◦貸切バス事業者支援金
2020〜2021年度予算額
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など

など
133億4,100万円
（うち市単独分20億7,900万円）※2021年10月5日時点

妊婦の方へ

インフルエンザ予防接種費用を助成
合併症を起こしやすいとされる妊娠中の方がインフルエンザ
予防接種を受けやすくなるよう、費用の一部を助成します。

申
問・問健康増進課☎0299-90-1331
詳しくは
コチラ

対象＝次のすべてを満たす方
●市内に住民登録がある
●母子健康手帳の交付を受け、接種時に妊娠中で
ある

申請方法＝接種後、医療機関へ接種費用の全額を
支払った後、次のものを持参して健康増進課また
は市民生活課へ申請

助成対象接種期間＝10月1日
（金）
〜2022年1月31

●領収書原本
（明細書がある場合は一緒に提出）

日
（月）

※
「インフルエンザ予防接種」
の内容の明記が必要

助成額＝2,000円（接種費用が2,000円に満たな

です

い場合はその額）

●母子健康手帳

※期間内に1回限り

●振込先口座の分かるもの
（通帳・キャッシュカー

申請期限

2022 年 3 月 31 日
（木）

ドなど）
●印鑑
（朱肉を使うもの）

小児
（1 歳〜中学 3 年生）
および高齢者のインフルエンザ予防接種費用助成については、
広報かみす 10 月 1 日号 7 ページをご確認ください。

神之池緑地
「ふれあい橋」
の改修工事
神之池中央部を横断する浮桟橋「ふれあい橋」
のフロート部材を一部 問施設管理課☎0299-90-1153
更新する工事を実施します。改修作業中はふれあい橋が終日通行止め
となります。
詳しくは
また、建設機材を運び入れる際、園路を重機が通行します。
コチラ
ご迷惑をおかけしますが、今後も皆さんにふれあい橋を長期的にご利用
いただくための大切な工事です。ご理解とご協力をお願いします。

工事場所
工事名

工期

3神之池緑地浮桟橋長寿命化対策工事
（国補）
第三期工事

10 月中旬から
2022 年 1 月 31 日
（月）
まで

※早めに工事が完了した場合は、検査後
速やかに通行止めを解除する予定です

施工業者

ふれあい橋

成東建設株式会社
（☎0299-92-4037）

作業場所
陸上競技場

神之池

改修実施部分
文化
中央
センター 公民館
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固定資産評価審査委員会委員の
兼業禁止規定に係る検証結果

問総務課☎0299-90-1125

固定資産評価審査委員会の元委員が、地方税法の兼業禁止の規定に抵触する可能性があるとして辞任
した件について、改めて関係法令を検証しました。
その結果、元委員は「地方税法に違反していない」
ことが分かりました。
2021年3月の議会定例会当時の誤った認識により、元委員や関係者の皆さまには大変ご迷惑をお掛
けいたしました。改めて深くお詫び申し上げます。
経緯および検証結果は以下のとおりです。
【経緯】
◦2021年3月の議会定例会前に、市役所総務課宛てに
「委員が市から請負をしているのは地方税法に違反し
ているのではないか」との電話があった。
◦市役所内部で急ぎ検討した結果、この時点では、法に抵触している恐れがあるのではないかと認識した。
◦元委員から辞表が提出された。
◦2021年3月の議会定例会後、改めて事実関係の確認をし、法解釈の検証をした。
◦市の顧問弁護士に相談をするとともに、茨城県から資料の提供を受けた。
◦固定資産税実務提要や地方税法逐条解説、地方自治法逐条解説の内容を精査し、また、元委員が役員を
務めている法人の業務や請負の内容などを確認し、改めて市としての見解をまとめた。
◦検証結果をもとに、2021年6月の議会定例会で
「元委員は地方税法に違反していない」
旨の答弁を行なった。
【検証結果】
◦地方税法第425条第2項の規定により、固定資産評価審査委員会委員の請負については
「個人」としての請
負が禁止されているが、
「法人」の場合は地方公共団体に対する請負がその法人の業務の主要部分を占める
場合に請負が禁止されている。
◦元委員が代表を務める法人は、市からの請負量がその法人全体の業務量の半分を大きく下回っており、ま
たその業務内容も、法人の主要部分を占めるものではない。
◦この法人の市からの請負は「海水浴場の監視及び管理業務委託」
や
「学校等の消毒業務委託」
であり、委員の
職務に何ら影響を与えるものではない。

以上の検証の結果、元委員は、地方税法違反には当たらないという結論に至りました。
◎地方税法 第425条第2項
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する
事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配
人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべ
き者、支配人及び清算人であることができない。
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神栖市スポーツレクリエーション祭
2 0 2 1

問文化スポーツ課☎0299-77-7529

今回は11月に開催するイベントをご紹介！
※10月7日時点の情報です。感染症の状況により、中止や変更になる場合があります

ジュニアバレーボール教室
土合体育館会場
11月6日
（土）
日時
午前9時〜正午
対象＝小学1〜6年生

武道館会場
11月13日
（土）
日時
午後1時〜4時

対象＝小学4〜6年生
（女子）

当日受付

弓道体験教室
武道館会場
日時

波崎体育館会場

11月6日
（土）
、13日
（土）
11月7日
（日）
日時
午前10時〜正午
午前10時〜正午

対象＝中学生以上

対象＝中学生以上

当日受付

ナイター硬式テニス教室
日時

11月11日
（木）
、12日
（金）
午後6時〜8時 ※雨天中止 当日受付

場所＝海浜庭球場
対象＝小学生以上

※小学生は保護者同伴

タグラグビー体験
日時

11月13日
（土） 午前9時〜正午
※雨天時は室内で開催

集合場所＝かみす防災アリーナ
エントランス
対象＝小学生
定員＝30人
（定員を超えた場合抽選）
申込方法＝市ホームページから
申し込み
申込期限＝11月7日
（日）

スポーツ障害予防講座
日時

11月27日
（土）
午後0時45分〜2時15分、午後3時〜4時45分

当日受付

講師＝小川健医師（水戸医療センター整形外科部長・日本スポーツ協会公認スポーツドクター）
場所＝かみす防災アリーナ 対象＝小学生以上
広報 かみす
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スポーツ吹矢・ユニカール体験教室
日時

11月11日
（木）
、18日
（木）
午後1時〜3時

当日受付
場所＝武道館
対象＝小学生以上（ユニカールは4年生以上）

かみす健康スポーツまつり
日時

11月13日
（土）
午前8時〜正午 ※荒天中止

輪投げやグラウンドゴルフなどのアトラクショ
ンブースもあります。
場所＝神之池陸上競技場
対象＝おおむね60歳以上の方
申込期限＝10月20日
（水）
申・問 長寿介護課 ☎0299-91-1700
◎電動アシスト自転車の体験乗車会 同時開催
（当日受付）

キッズトライアスロン体験教室
日時

11月13日
（土） 午後1時〜3時
※雨天時は室内で開催
やすまつあお ば

講師＝安松青葉選手
〈神栖市PR大使、2020年日本トライアスロン

選手権5位〉
まつまるひろ み
松丸浩巳選手
〈ロングトライアスロン日本選手権優勝〉
※講師は変更の場合あり
集合場所＝かみす防災アリーナ エントランス
対象＝小学生 定員=20人（定員を超えた場合抽選）
申込方法＝市ホームページから申し込み
申込期限＝11月7日（日）

軽スポーツ体験教室
日時

11月13日
（土）
午後1時〜4時

場所＝市民体育館
種目＝スポーツ吹矢、
ファミリーバドミント
ン、シャッフルボード、
卓球、ボッチャなど
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おもしろサッカー教室
当日受付

日時

11月14日
（日）
午後1時〜3時30分
な

ら は し あきら

（元日本代表・
講師＝名良橋 晃 選手
鹿島アントラーズOB）
場所＝神栖総合公園サッカー場
対象＝小学生
定員＝60人

当日受付

す え つ ぐ し ん

ご

末續慎吾選手の特別かけっこ教室
日時

11月14日
（日）
午前11時〜正午

講師＝末續慎吾選手
〈オリンピック3大会（シドニー、アテネ、北京）
連続出場
世界陸上2001〜2007年4大会連続出場
北京オリンピック4×100mリレーで日本史上初のオリンピック
銀メダルを獲得〉
場所＝かみす防災アリーナ 対象＝小学3〜6年生
定員＝50人（定員を超えた場合抽選）
申込方法＝市ホームページから申し込み
申込期限＝11月7日（日）

神栖市ギネスに挑戦
日時

11月13日
（土）
午後1時〜4時30分

ⓒEAGLERUN

少林寺拳法 護身健康教室
当日受付

日時

11月21日
（日）
、28日
（日）
当日受付
午前10時〜正午

場所＝かみす防災アリーナ
対象＝小学生以上
（シニア歓迎）

缶積みなどのゲームで、ギネス記録を
目指そう！
場所＝市民体育館

かみす防災アリーナに巨大迷路出現！？
日時

11月14日
（日）
午後1時〜4時

当日受付

場所＝かみす防災アリーナ
対象＝未就学児・小学生

広報 かみす
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ファミリーバドミントン・卓球・ショートテニス体験教室
日時

11月28日
（日）
午前9時〜11時

場所＝うずもコミュニティセンター

当日受付

対象＝小学生以上

スポーツ少年団活動体験・見学
【ミニバスケットボール】
対象＝小学生

【空手】

対象＝未就学児、小・中学生

息栖ミニバス
［男子］11月6日
（土）
、13日
（土）
日時
午後2時〜4時
［女子］11月7日
（日）
、14日
（日）

午後2時〜4時

神栖市空手道少年団
11月6日
（土）
、13日
（土）
日時
午前10時〜正午

植松ミニバス
11月6日
（土）
日時
午後3時〜6時

場所＝土合体育館

場所＝息栖小学校体育館

場所＝武道館
日時

11月7日
（日）
、14日
（日）
午前10時〜正午

場所＝土合体育館

【軟式野球】

対象＝未就学児、小・中学生

波崎ウイングス
11月6日
（土）
、13日
（土）
日時
午前9時〜正午 ※雨天中止
場所＝豊ケ浜野球場

【少林寺拳法】
対象＝小学生以上

神栖市少林寺拳法少年団
11月7日
（日）
日時
午前9時〜正午
場所＝武道館

大会情報

市民テニス大会
日時

11月7日
（日） 午前9時〜午後5時
※雨天時は14日
（日）
に順延

場所＝海浜庭球場
部門＝小学生、中学生、高校生、一般
申込期限＝10月26日
（火） 費用＝1組1,000円
申 ・ 問 武道館 ☎0299-96-7700
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【ソフトテニス】
対象＝小学生

神栖市ソフトテニス少年団
11月7日
（日）
、13日
（土） 午前9
日時
時30分〜11時30分 ※雨天中止
場所＝海浜庭球場

【体操】

対象＝未就学児・小学生

神栖市ジュニア体操少年団
11月9日
（火）
、11日
（木）
、13日
（土）
日時
午後5時15分〜6時30分
場所＝市民体育館

神栖市女子総合バレーボール大会
日時

11月28日
（日）
午前8時30分〜午後5時30分

場所＝市民体育館
対象＝バレーボール連盟登録者、市内中高生
申込期限＝11月7日
（日） 費用＝1チーム3,000円
申 ・ 問 武道館 ☎0299-96-7700

まちのわだい

かみすトピックス

弓道全国大会で優勝
ここ み

市内在住の中村心 美 さん（清真学園中3年）
が、全国中学生弓道大会JOCジュニアオリン
ピックカップ大会・団体女子の部で優勝を果た
しました。
7月の県大会優勝で全国への切符を手にした
中村さん。全国大会は感染症の影響により、通
信大会で行なわれることとなりました。中村さ
んたちは神栖市武道館弓道場で競技に臨み、見
事に全国トップの成績を収めました。おめでと
うございます。

中村さん（中央）と団体戦メンバー
※写真は県大会のものです

市内中学生が卓球の全国大会に出場
たつ いち ろう

椿達 一 朗 さん（神栖三中2年）が、8月に東京で開催さ
れた関東中学校卓球大会・男子個人戦で好成績を収め、
全国中学校卓球大会への出場を決めました。
全国大会を前に石田市長を表敬訪問し、
「 全国大会で
も、茨城県・関東の代表として、そして神栖市の代表と
して、全力を尽くしてきます」と力強く話してくれた椿
さん。今後のさらなる活躍に期待しています。
椿さん（右から2人目）

菅宮さん、全国の頂点に！
8月28日、29日に東京武道館で全日本少年少女空手道選手権
大会が開催されました。小学3年男子組手の部に茨城県代表とし
きよ し ろう

て参加した菅宮清志 郎 さん（波崎西小）は、46人のトーナメント
を勝ち抜き、見事に優勝を果たしました。
れ

お

また、工藤怜生さん（太田小）も、47人が参加した小学5年男子
組手の部で、5位入賞という素晴らしい結果を残しました。
全国の大舞台でも堂々と戦い抜いた二人。これからのさらなる
活躍に期待です。
（左から）菅宮さん、工藤さん

広報 かみす
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小中学校に囲碁・将棋用品を寄贈
茨城木工株式会社から市内の小中学校に、囲碁セット・
将棋セットが寄贈されました。碁盤・将棋盤が神栖市の特
産品であるという認識を小中学生に深めてもらうととも
に、伝統文化である囲碁・将棋に親しみ、思考力の醸成に
役立ててほしいとの願いから贈られたものです。
児童・生徒が身近な特産品として感じられるよう、活用
していきます。
右から 泉 純一郎 取締役、泉 謙二郎 代表取締役社長

SDGsを学ぼう

下田信子さんに会長表彰

なめがたしおさい農業協同組合 しおさい

神栖市婦人防火クラブに所属する下田信子さん

地域女性部から、
市内の小学校に「フレッシュ

（波崎）
が、長年にわたり火災予防思想の普及高揚に

ミズSDGsかるた」が寄贈されました。

尽力された功績を認められ、茨城県女性防火・防災

このかるたは、JAの全国女性組織によっ

クラブ連絡協議会から会長表彰を授与されました。

て作られたもので、子どもたちに分かりやす

当初は、協議会の設立35周年記念式典で表彰さ

くSDGsと触れ合ってほしい、という願いが

れる予定でしたが、コロナ禍の影響で中止となった

込められているそうです。

ため、鹿島地方事務組合消防本部の池田消防長から

学校の授業などで大切に活用していきます。

下田さんへ表彰が伝達されました。
おめでとうございます。

新橋教育長から感謝状を受け取る原女性部長

パラリンピック聖火リレートーチレプリカを寄贈
障害福祉サービス事業所ハミングハウス
（矢田部）へ、東京2020ゴール
ドパートナーのENEOS（株）から東京パラリンピック競技大会聖火リレー
トーチのレプリカが寄贈されました。
この寄贈は、事業所に通所する川畑文子さんがパラリンピックの聖火ラ
ンナーに選ばれたことを受けて行なわれました。川畑さんは、8月24日に
東京都で点火セレモニーに参加する予定でしたが、緊急事態宣言発令のた
め参加を断念したそうです。
川畑さんへレプリカを手渡した鹿島石油（株）鹿島製油所の内野所長は

（左から）根本理事長、川畑さん、
内野所長

「セレモニーに参加できなかったことは残念だったが、
トーチを見て自分の努力を思い出し、
力にしてほしい」
と話しました。川畑さんは「お心遣いに感謝します」
とお礼の言葉を述べていました。
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未来へはばたく人間性を求めて・・
・
「絶やすまい 文化芸術の炎」

芸術祭

10月28日（木）〜31日（日）
会場

問文化センター☎0299-90-5511

作品展示

日時＝10月28日（木）〜31日（日）
午前9時30分〜午後4時30分

かみす防災アリーナ

※各種発表会、茶会、移動展は中止となります
※作品展示部門のバザー、体験会などは行ないません
※出展、参加の申し込みは終了しています

（最終日は午後3時まで）

囲碁将棋大会

注意事項
●来場の際は、マスクの着用・手指の消毒・入場時の検温など、

日時＝10月31日（日）
午前10時〜午後5時

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします
●感染症の状況により、中止となる場合があります

求人情報サイト
「神栖市就職情報ナビ2022」
開設
問企業港湾商工課☎0299-90-1182
市内立地企業と市内で就職を希望する方との

開設期間＝2022年3月31日
（木）
まで

マッチングを促進するため、神栖市独自の求人情

対象＝市内での就職・インターンシップを希望す

報サイトを期間限定で開設しました。求人情報や

るすべての学生・第2新卒者・転職者

インターンシップ情報などを入手できますので、

※参加企業や申込方法などは、市

求職中の方はぜひアクセスしてみてください。

ホームページをご確認ください

事業者の方へ
求人情報を掲載する企業を募集します。掲載を希望する企業はお問い合わせください。
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掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合があります。最新の情報は、問合先にご確認ください。

119番通報時に、通信指令員が

☎0299‐ ‐0119

鹿島地方事務組合消防本部

119番通報時の映像送信
にご協力を！

情報局

暮らし
オレンジカフェかみす
長寿介護課

消防と通報者のスマートフォンを接

りますのでご了承願います。詳しく

なお、通信料は通報者の負担とな

す。

信するようお願いすることがありま

続し、災害現場や傷病者の映像を送

☎0299‐ ‐1701
認知 症 の 方 や ご 家 族 の 方 、 お 茶 を

時 分

飲みな が ら ゆ っ く り お 話 し し ま せ ん
日（火） 午後

か。個 別 相 談 も で き ま す 。
日時＝ 月

は、鹿島地方事務組合ホームページ

談

正しい軽油を使いましょう
行方県税事務所

☎0299‐ ‐0483
ディーゼル車の燃料に灯油や重油
などを使ったり、これらと混和した
軽油を使ったりすることは、軽油引
取税を免れるための脱税行為であり
犯罪です。このような燃料は、車の
故障の原因となることがあり、環境
へも悪影響を及ぼします。
住みよい郷土をつくるためにも、
正しい軽油を使いましょう。

元気いばらき就職面接会
いばらき就職支援センター
鹿行地区センター
☎0291‐ ‐2061
複数の企業の人事担当者と直接会
えるチャンスです。お気軽にご参加

分

ください。予約不要。履歴書を複数
枚持参してください。
分
（午後 時

受付開始）

日時＝ 月 日
（火） 午後 時
〜 時

場所＝鹿嶋勤労文化会館
対象＝求職中の方
（学生を除く）
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時 分

30

72

34

96
相

30

〜

をご確認ください。

講座・教室

1

場所＝ 保 健 ・ 福 祉 会 館
定員＝ 人（予約先着順）

募 集

1

問

1

9

16

問

30 11

30 11

10

暮らし

3

91 問

問

か
み
す
3

掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合があります。最新の情報は、問合先にご確認ください。

里親制度説明会
・ 児童家庭支援センターあいびー
☎029‐291‐3770

月

日〜

相

談

日は行政相談週間

成年後見電話相談会（無料）
（公社）
成年後見センター・
リーガルサポート茨城支部
☎029‐302‐3166
司法書士が、成年後見・遺言・相

-325

県は 、 生 ま れ た 家 庭 で 暮 ら せ な い
総務省行政相談センターきくみみ茨城

続などの相談に応じます。予約不要。

+2

子ども た ち の 健 や か な 成 長 の た め 、
0570‐090‐110

-211

里親制 度 を 推 進 し て い ま す 。 子 ど も

日時＝ 月 日
（土）
午前 時〜午後 時

県内増減
（前年同月比）

たちの 未 来 の た め に 、 里 親 制 度 を 知
行政相談は、総務大臣から委嘱を

5123

ること か ら 始 め て み ま せ ん か ？

受けた行政相談員が行政に関する苦

56

月 日（日） 午後 時〜

4204

日時＝

県内

相談電話
（フリーダイヤル）

-25

情や意見、要望を受け、その解決や

+4

受付開始）

-9

10120‐187‐643

市内増減
（前年同月比）

実現を促進するとともに、行政の制

167

10120‐187‐745

5

相談は、無料・秘密厳守です。

147

期間中、電話相談を受け付けます。

市内

日（土）
・ 日
（日）

負傷者数

度や運営の改善に生かす仕組みです。

4
死者数

時（午後 時 分

30

発生件数

日時＝ 月

午前 時〜午後 時

☎029‐253‐1100
お詫びと訂正
月 日号 ページに掲載しました
「新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種 個 別 接 種
医療機関」の記事に一部誤りがありま
した。
表中で、医療機関名を「渡辺医院」
と掲載していましたが、正しくは「渡
辺病院」でした。
お詫びして訂正いたします。

2021年 人身交通事故発生件数（9月末日現在）

場所＝レイクエコー（行方市）

集
相談電話

24

2021年10月15日号 22
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問

10

10

18

0570‐090‐110

4

定員＝ 人（先着順）

募

4

24
23

6

2

会計年度任用職員募集
■看護師
任用予 定 人 数 ＝ 人
日（金）

☎02 9 9 ‐ ‐ 1 3 3 1

採用担 当 課 ＝ 健 康 増 進 課

応募期 限 ＝ 月

条件・ 資 格 な ど ＝ あ り

1

29

10

30 31

10

90

9

1

10
1

10
10

問

30

問

申

セアカゴケグモに注意！
問環境課☎0299-90-1147

特定外来生物のセアカゴケグモが市内で発見されました。毒があり、
触れるとかまれるおそれがあります。十分に注意しましょう。

特徴
●体 長は約0.7〜1cm（メス）。全体が光沢のある黒色で、
背中に目立った赤色の帯状の模様あり
●毒があるのはメスだけで、オスは無害

見つけたときは、環境課まで
ご連絡ください

生息場所
●日当たりの良い温かい場所で、地面や人工物のくぼみ、
裏側、隙間
例：プランターの底、室外機の裏、庭に置いた靴の中など
●屋外に置かれた傘、衣服、おもちゃなどに付着し、屋内
に持ち込まれることがあります

対策
●屋外で作業するときは、手袋などを着用してください
●見つけても素手でさわらないでください
●駆除するときは家庭用殺虫剤（ピレスロイド系）
を使うほ
か、熱湯をかける、靴で踏みつぶすなど物理的な方法で
駆除してください
※生きたままの運搬は外来生物法で禁止されています

かまれたときの症状
通常数時間から数日で症状は軽減しますが、
脱力、頭痛、筋肉痛、不眠などの全身症状が
数週間続くこともあります。また、進行性の
筋肉麻痺が生じる重症例もあります。

もしも、かまれたら
●患部を温水や石けん水で洗い落とし、アイ
スパックで冷やして、病院に行きましょう
※駆除した個体が判別できる写真などを持参
すると、より適切な治療につながります

「車上ねらい」に 注意！

問防災安全課☎0299-90-1131

市内で車上ねらいの被害が発生しています。

短時間だからと車内にバッグや着替えなどの荷物を置いておくと、犯人に何か貴重品があるかもしれない
と思われ、自動車の窓ガラスが割られてしまい、バッグや財布を盗まれるなどの被害に遭いやすくなります。

車を離れる際は、短時間でも油断は禁物
車内にバッグや貴重品を置くのは厳禁
不審者・不審車両を見かけたら

110番 または 神栖警察署
（☎0299-90-0110）
まで
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全国地域安全運動
10月11日
（月）
〜20日
（水）
期間中は、不審者情報や特殊
詐欺などの早期通報を呼びか
ける防犯活動を実施します。

鹿島臨海工業地帯の企業を紹介する本シリーズは、今号をもって終了します。
ご協力くださいました企業の皆さん、ありがとうございました。

かみすの

神之池
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ファインケミカル事業所（業種：化学工業）

VOL.54

No.357

こんな製品を作っています
ファインケミカル事業所では、主に家庭用品の原

料である界面活性剤を製造しています。高い洗浄性

能に加えて、すすぎが1回で済む洗剤の開発により
水使用量を削減したり、持続可能な植物由来の原料

を使用するなど、地球環境の保全にも努めています。

また、各種産業分野で使用される化学品
（潤滑油、

地盤改良剤など）
も製造しています。

会社概要

編集/発行：神栖市 企画部 広報戦略課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
URL  https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/

当社は、ライオン
（株）で取扱う製品の原料製
造・供給を担う会社として、ライオン
（株）
100%出
資の下でスタートしました。ライオングループの一
員として、皆様の日々の暮らしに役立つ家庭用品
（衣料用洗剤や柔軟剤、台所用洗剤、歯磨など）
を
お届けするために、時代のニーズに合わせた原料
（界面活性剤など）
をライオン
（株）
と共同で開発しな
がら、様々な製品の供給をサポートしています。

紙面のQRを読み取ると、市ホームページなどが表示されます（通信料がかかります）

E-mail  info@city.kamisu.ibaraki.jp

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

会社設立 1982年11月22日
資本金
78億円
所在地
本社：東京都墨田区本所1-3-7
工場：
〔ファインケミカル事業所〕
茨城県神栖市東和田22
〔オレオケミカル事業所〕
香川県坂出市番の州町22-1
沿革
1982年11月22日 ライオン化学株式会社設立
1983年1月
鹿島工場操業開始
2003年12月24日 ライオンオレオケミカル株式
会社の事業をライオン化学株
式会社に統合し、ライオンケ
ミカル株式会社に社名変更

製造した界面活性剤配合の家庭用品例

私たちが目指すもの
当事業所は来年に設立40周年

を迎えます。今後も安全・安心を
最優先にした事業活動で、ライ

オ ン グ ル ー プ の「よ り 良 い 習 慣
づくりで、人々の毎日に貢献す

る
（ReDesign）
」というパーパス

（存在意義）の下、皆様の快適で清

潔な毎日の提供とサステナブルな

社会の実現に貢献してまいります。
掲載の詳細はコチラ

うちのアイドル紹介します
申
問・問広報戦略課☎0299-90-1123
こ く

ぼ

小久保

か のん

花音ちゃん

2020年11月2日生まれ
（土合本町）

父：友貴さん

かきうち ふみ と

垣内 章杜ちゃん

2020年11月9日生まれ
（溝口）

母：和泉さん

父：郁哉さん

母：冬樹さん

パパ・ママからの一言
幸せな日々をありがとう！

パパ・ママからの一言
笑顔いっぱい・何でも興味

これからものびのびと

津々の章杜。これからいろん

元気に育ちますように。

なことに挑戦していこうね！

